東海大学
オーストラリア
インターンシップ・プログラム
～2022年 世界に通用するグローバルな人材へ～

企画・手配
OKC株式会社

OKCとは

① オーストラリア、ニュージーランド専門の日本で
最初の留学代理店として設立致しました。
② ２０２０年で設立３５周年を迎えました。
③ オーストラリア政府より教育産業に貢献したとして
「オーストラリアン・ビジネス・アワード」を受賞
した唯一の留学団体です。
④ オーストラリア、ニュージーランドの５都市に
直営事務所を展開。
それぞれに日本人スタッフを配置しています。
⑤ オーストラリア、ニュージーランドの主要１５大学の
日本公式代理店です。
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プログラムの特徴
１．現地でのインターンシップ
一般企業、観光関連企業、ホテル、幼児教育、日本語教師、社会福祉施設 等
海外でのインターンシップ経験は、就職活動を含めた将来の進路選択に大変役に立ちます。
また、これまで身につけてきた英語力を実社会で試す良い機会でもあります。

２．一般家庭でのホームステイ
日本人1人1家庭で滞在
このプログラムでは原則として、OKCが紹介するホームステイに滞在します。現地の一般

家庭に滞在して、現地の普通の生活を体験することで、国際性を養うことができます。

３．現地日本人アドバイザー・現地直営事務所によるサポート
緊急時には24時間体制で対応
日本人アドバイザーは、現地到着時のオリエンテーションの実施、ホームステイやイン
ターンシップ先で困ったことがあった時の相談、緊急時の対応などをサポートを致します。

４．SDGsのテーマ研究のサポート（オプション）
貧困問題、地球温暖化、生物多様性、難民問題、ジェンダー問題 等
SDGsの17の目標から一つテーマを選び、日本語と英語で論文を作成します。OKCの論文
作成アドバイザーが、論文作成の指導から英文のチェックまでサポートを致します。

５．TOEC®のスコアアップのためのオンライン個別指導（オプション）
TOEIC®730・860点以上を目指します
出発前・帰国後に、OKCのTOEIC®講師がオンラインでスコアアップのための個別指導を
行います。講師は全員TOEIC®960点以上保有者です。
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研修先としての
オーストラリア
文化、環境の素晴らしさ
• 移民による建国の歴史をもち、おおらかで差別が少ない
• 親日的というフレンドリーな環境。日本語授業が人気

• 環境保護、農業、福祉、医療、ビジネス等の先進国。TPP加盟国
• 治安が良い
• 医療衛生・清潔性。驚くほど清潔で、全国的に衛生レベルが高い。留学中に急病になっ
たとしても各地に最新医療設備が整っており、英語圏のための緊急の連絡も取りやすい
• ホスピタリティ精神にあふれた国民性。現地の普通の生活が体験できる。ホームステイ
等、集団生活やマナー、国際性を身に着けることができる

世界で最も優れた留学環境
• 国家が留学生を保護する法律を有し（ＥＳＯＳ法）、公的機関の管理下で教育品質を保
持⇒世界180ヶ国以上からの留学生
• 個性を重んじる、リーダーシップを育成する教育
• 世界中の同世代の留学生と交流し、友人を作りやすい環境
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研修先都市 シドニー
恵まれた気候と落ち着いた街並みで人気の留学先
ニューサウスウェールズ州の州都であり、オーストラリア最大の都市の1つであるシ
ドニーは、独特の帆のようなデザインのハーバーフロントのシドニーオペラハウスで最
もよく知られている。
移民大国の中心地として多国籍な文化が特徴な大都市で、日本からだけでなく、世界
各国から人々が訪れる人気のエリア。
都会でありながら、少し車を走らせればボンダイ（Bondi）やマンリー（Manly）な
どの黄金の砂がある有名なビーチに行くこともできる。
年間の平均最高気温は25度程度、最低気温は10度程度と、1年を通して温暖で乾燥
しており、すっきりと晴れる日が多いので過ごしやすいのが特徴。
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研修先都市 ブリスベン
恵まれた気候と落ち着いた街並みで人気の渡航先
クイーンズランド州の州都でありオーストラリア第3の都市で、人口は約２３０万人。
別名「サンシャインステート（太陽の州）」と呼ばれており、年間を通して晴天率が高
いのが特徴。
市内中心部は歩いて30分ほどで1周できるコンパクトなサイズで、ショッピングモー
ル、カフェ、レストラン、図書館、美術館・博物館、など生活に必要なものが全て揃っ
ている。
ゴールドコーストやサンシャインコーストなど美しいビーチへも電車で１時間ほどで
アクセスできるので、平日はブリスベンで落ち着いて勉強、週末はビーチリゾートへ足
を伸ばしてマリンスポーツを楽しむなど、充実した留学生活を送ることができる。
クイーンズランド大学を始め、クイーンズランド工科大学、グリフィス大学など世界
的にも非常にレベルの高い大学もある。
日本と同じくオーストラリアにも厳しい拳銃規制があるため、銃による犯罪や事故は
ほぼゼロ。英語圏の中でも安心安全な生活環境が整っている。
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プログラム日程表（予定）
研修地：オーストラリア シドニー／ブリスベン
研修期間（4週間）： 2022年8月5日（金）～ 9月3日（土）

日にち

詳細

８月５日（金）
８月６日（土）

シドニー／ブリスベン空港に向けて出発
シドニー／ブリスベン空港着。専用車にて、各ホームステイ先へ

８月７日（日）

現地生活オリエンテーション

８月８日（月）
～
９月２日（金）

インターンシップ：
一般企業、ツーリズム、教育施設、社会福祉施設、
環境保護団体などで活動（４週間）

９月３日（土）

シドニー／ブリスベン空港出発
夕方／翌朝、成田／羽田到着
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インターンシップ（事例）
分野（事例）

内容

語学の目安

一般企業
（オフィスワーク）

現地の企業にて一般事務、総務、
経理などのアシスト業務・大学や
専門学校、語学学校、小学校での
学校事務など

TOEIC 600点
以上

旅行代理店
（ツアーガイド）

日系旅行会社でのツアー管理業務、 TOEIC 400点
ガイドアシスタント業務など
以上

ホテル

現地のホテルにて、フロントやレ
ストランでのアシスト業務など

TOEIC 650点
以上

幼児教育アシスタント

保育園や幼稚園で子供の体調記録
などの管理や出欠管理、保育・幼
児教育アシスト業務など

TOEIC 400点
以上

日本語教師アシスタント

現地の小・中・高校において日本
語教師のアシスタントとして授業
補助など

TOEIC 600点
以上

社会福祉活動
（老人介護）

現地老人ホームなどでの介護補助、 TOEIC 400点
施設管理業務アシストなど
以上

環境保護活動
（森林保護・海洋保護など）

環境保護団体などで植林、生態調
査、清掃活動などのアシスタント
業務

TOEIC 400点
以上

動物保護活動
（犬・猫・コアラなど）

動物保護団体で保護された動物の
世話や事務作業補助、動物園での
飼育、清掃、餌やりなど また、
動物病院でのアシスタント業務

TOEIC 400点
以上

メディア関係
（日系新聞社・雑誌など）

現地日系新聞社や雑誌社などでの
一般事務や、編集作業のアシスタ
ント、営業ヘルプなど

TOEIC 400点
以上
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インターンシップ体験談
幼児教育アシスタント
齋藤

茉莉 さん

最初は異国の、しかも小さい子
供たちが相手ということでとて
も 不 安で した が 、 私を とて も
慕ってくれて、本当に可愛
か っ たで す。 そし て子 供た ち
との遊びの中でさえ文化の違いを多々感じました。

ホテル
田中

あずさ さん

シドニー中心部ハイドパー
ク沿いにある５ツ星ホテル、
Sydney Marriott Hotel で
レセプション、客室清掃業
務などを体験しました。

服飾関係

法律事務所

将貴 さん

M.U さん

ブリスベンの洋服店で２週間インターンシッ
プをしました。出発前から服飾系にとても興
味があり、どうしても服飾系に就きたかった
ので、派遣先が決まった時はとても嬉しかっ
たです。インターンシップでは、接客から店
内の清掃、マネキンに服を着せたり、
ポスターの張替えなどをしました。初めは英語がわかりませんで
したが、徐々に慣れ、たくさんのお客さんが僕の名前を覚えてく
れて会話が出来たのが嬉しかったです。

ビザや移民について取扱っている
ソリシタ―の法律事務所で、クラ
イアントの資料をPCに取込み、
フォルダにまとめたり、裁判所に
行って、必要書類の提出などを
主に行いました。職場には日本人がいなかったので頻繁に英語が
使え、同僚からも積極的に仕事や日常会話を話しかけられ、本当
に仲良くして頂き、彼らの温かさと優しさに大変感動いたしまし
た。おかげで毎日楽しくまたやりがいをもって働くことが出来ま
した。

太田

会計事務所
大江

悠理 さん

インターンシップが始まった頃
は、仕事経験がなかった為に分
からないことばかりで、データ
入力やコピーを取ることなど、
どれを指示されてもうまく
できませんでした。始めの2週間は忙しかった反面、とても充実
していました。座学だけでなく、実務経験も同様に重要であると
感じました。残りの2週間は仕事に慣れてきた為、与えられた仕
事を早く終わらせることができ、次の仕事が与えられるまでの間
は、過去のインターン生がやったことを参考にしたり、英語の
ニュース記事を読んだりしていました。

イベント会社
本吉

今回のインターンシップを通じて
勉強になったことは、積極的にコ
ミュニケーションを取る大切さで
す。「黙っていると仕事はもらえ
ない」と事前オリエンテーション
で教わっていたので、進んで仕事をもらいにいく事ができました。
忙しい中、ちょっとした会話をするきっかけが中々掴めず、最初
の一週間はひたすらデスクに向かっていました。しかし、スー
パーバイザーのアンドレアさんの言葉によって励まされ、徐々に
タイミングをみて人と話せるようになり、打ち解けられたと感じ
る瞬間があったことが嬉しかったです。

旅行代理店
鈴木

ひとみ さん

旅行に関して何の知識もない私
でしたが、スタッフの方々のサ
ポートのおかげで、どんな仕事
でもチャレンジしてみることの
大 切 さ を 学 び ま し た ！
この貴重な経験で学び得たことは、日々の生活でも活かされてい
ます。

亜由美 さん

学校事務
伊藤

紗絵 さん

語学学校とは一味違う、よりリ
アルな英語を勉強することがで
きました。インターンシップを
通して、自分の英語力に自信が
持て、積極的な行動をとれる
ようになりました。帰国してからもこの経験は色々なところで役
に立っています！
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インターンシップ体験談
日本語教師アシスタント
松村

みゆき さん

初めの一週間は現地の日本と
は違う授業システム、子ども
達の授業への積極性、元気の
良さに驚いてばかりいました。
しかし授業の流れを把握し、
慣れた頃には子ども達の前で授業をしました。自分のしているこ
と、伝えたいことがしっかり伝わっているのか自信の持てない時
もありましたが、先生だけでなく子ども達も助けてくれて無事に
終える事ができました。
4週間は本当に楽しく、あっという間でした。先生方、子ども達
が驚くほど英語の力を伸ばして会いに行くのが今の目標です。

旅行代理店
徳田

末来 さん

私は幼いころからあこがれだっ
た旅行代理店での仕事を体験し
ました。実際に仕事で英語を使
うということは思った以上に大
変でしたが、スタッフの方々に
親切にしていただき楽しんで仕
事を体験することができました。
常に笑顔で多くの人々と交
流を図ることによって、
コミュニケーションの必要性を
学ぶことができました。

動物保護活動
當間

綾 さん

カフェ･レストラン
佐々木

順其 さん

食品の提供・陳列、ドリンク作
りの補助、電話対応、食器洗い
等の仕事をカフェで行いました。
お店の中の仕事は日本と差はな
い よ う に 感 じ ま し た 。
職場での従業員との会話は全て英語でしたのでとても楽しかった
です。また、人と接しないときにイヤホンをつけて仕事をしてい
た姿には驚きました。大変と感じたことは日本と違い、オースト
ラリアでは色々な国から訪れ、また働いている人が多いので、お
客さんが自分がネイティブだと思い込んで早い英語を話してきた
ときの対応は苦労しました。英語を使った接客の仕方や従業員と
のやり取りは、これからの語学勉強に活かせると思います。

建築文化遺産
堀

寛史 さん

2週間の現地インターンシップ
に参加しました。研修先は
「National Trust of
Australia」と言う文化財や歴史
的 建 築物 を 調査 、 保存 など の
活動をしている環境保護団体でした。自分の英語が通じるのだろ
うかとコミュニケーションをとることに不安を感じていましたが、
私が行った仕事は、シドニー周辺にある歴史的建築物のパンフ
レット作りでした。建物を調査し、グラフィックソフトなどをつ
かって地図や写真を加工したりしました。このような体験は、建
築学を学んでいる私にとって大変貴重な経験になりました。

フォトショップスタッフ
飯塚

千晶 さん

私は動物が好きという理由で、
シドニーで１番大きい犬のデイ
ケアセンターで働きました。ス
タ ッ フが と ても フ レン ドリ ー
で、私が日本語を教えたり逆に英語を教えてもらったり、本当に
楽しく仕事をすることができました。インターンシップ最後の日
にスタッフからサプライズで手紙とプレゼントをもらった時は涙
を こ ら え る の に 必 死 で し た 。 そ の お か げ で
T O E I C ® の ス コ ア は 伸 び 続 け こ れ か ら も
英語学習を続けていくモチベーションも保てています。

イ ン ター ン シッ プ では フォ ト
ショップに勤務し、観光客の団
体写真を公園で撮影する仕事を
しました。その公園には小さな
売店があり、そこのアイリーン
というおばさんがいつも私に優しく接してくれました。最終日、
私が“Today is last day.”と言った時、私の頬にキスをして“I
miss you.”と言ってくれたのを私は一生忘れないと思います。私
はこの研修でたくさんの人と出会い、多くのことを学びました。

日本語教師アシスタント

留学代理店

諏訪野

亜実 さん

女子高校が私の派遣先でした。
仕事内容も特に言われることも
なく、はじめは何をすればいい
いのかわからない、女子高生は
怖いなぁ、というのが最初の印
象でした。でも、日本語を生徒
たちに教るのは本当に楽しかっ
た し 、毎 日 が新 し いこ とば か
りで、１週間が一瞬のようでした。生徒たちとも仲良くなって、
本当にいい経験ができました。

西川

紗綾 さん

留学代理店での仕事はブログの
作成やアンケートの打ち込みな
ど、どのような流れで進めるの
か作成したり、広告作りなども
行いました。スタッフの
皆さんが、英語と日本語の
使い分けがすごく上手で、仕事もてきぱきとこなしていて、とて
も尊敬しています。私も英語を使えるようになりたいと、以前よ
りもっと思うことができました。皆さんにとても親切にしていた
だき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
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ホームステイについて
ホームステイの主旨
このプログラムでは原則として、OKCが紹介するホームステイに滞在することになります。参加
者は、ホームステイに関する申込書（アプリケーションフォーム）をご提出いただきます。これ
には参加者の住所、氏名、年齢、生年月日、健康状態、アレルギー・持病の有無、趣味等の個人
データを 記入し、ホームステイを手配する現地校に送ります。これらの申込書をもとにホーム
ステイ先が手配されます。

ホストファミリーの選定基準
原則としてOKCが紹介するその周辺地域の一般家庭。
①ボランティアの精神を持ち、英語を母国語としない留学生の受け入れに対して理解がある。
②通学できる範囲の家庭。（最大１時間以内。交通手段は公共機関のバス、電車、徒歩など）
③原則として、留学生に独立した部屋を提供出来る。
④食事を提供出来る。（平日2食、週末・休日3食）
⑤原則として日本人生徒１人１家庭滞在。（外国人留学生の同居があることもあります）
★すべてのホームステイファミリーには、無犯罪証明書の提出が義務付けられています。

ホームステイの意義
それぞれのホストファミリーには、何度も留学生を受入れた経験のある家庭や、初めて受
け入れる家庭、何人もの子供がいる大家族や母親と子供だけの家庭もあります。
ホストファミリーは各家庭それぞれ独自の生活様式を持ち、留学生を善意で受け入れます
ので、各家庭の生活様式を理解し、尊重することが大切です。
この研修ではホテルステイでなく、ホームステイをすることにより、この研修の主旨の根
底に｢国際理解｣というものがあります。ただ表面的に訪問・交流をすることではなく、
ニュージーランドの一般家庭に入り、現地生活を体験することで日本では得られないもの
を吸収することが目的です。
ニュージーランドは移民で成り立っている国であり、様々な人種の方々が同じ社会に共存
して生活しています。それを自分自身の体験とすることで、多彩な人種の人々を分け隔てな
く受け入れる心を育てるきっかけにもなります。
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日本人現地アドバイザーについて
研修中
⚫ 研修プログラム・カリキュラムが円滑に進行するよう、内容を把握・管理運営する。
⚫ 到着時、参加者へのオリエンテーションを行い、インターンシップ期間中やホームス
テイなどの滞在中の注意事項や心構え・両替・乗り物の利用の仕方・電話のかけ方な
ど、現地事情を説明する。

緊急時
⚫ 緊急連絡先（自宅の電話番号や携帯電話の番号）を参加学生とホストファミリー双方
に伝え、万が一の場合は最初に連絡が入るようにする。特に週末・夜間などに緊急事
態が発生した場合、ホストファミリーや研修校と連絡を取り、協力して事態の収拾に
努める。
⚫ 緊急時には現地の病院・警察・領事館委必要に応じて、連絡を取り合う。

その他
⚫ ホストファミリーとうまくいかない、トラブルがあった場合は学生とホストファミ
リーの間に入り、また研修校と連携を取り、双方の話を聞きながら、問題解決に対処
する。
⚫ 研修先と常にコンタクトを取り、日本側の趣旨と現地の事情を加味しながら、助言な
どの仲立ちをし、双方にとってなるべく理想的な方での研修内容、カリキュラムに軌
道修正、研修・交流が無事に終了するように対応する。

1
2

現地事務所のご紹介
ＯＫＣシドニー事務所
Suite 708, Level 7, 97 - 99 Bathurst Street,

Sydney NSW 2000

TEL: 02 9283 4564
ＯＫＣブリスベン事務所
Level 8, 141 Queen Street, Brisbane, QLD 4000
TEL: 07 3210 1233

OKCブリスベンスタッフ

生徒のオリエンテーション風景

乗り物、銀行の場所など
現地生活相談

日本語インターネットが利用可能

掲示板で生活情報を閲覧

新聞・情報誌など、
現地情報が満載
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SDGsとは
「SDGs（エスディージーズ）」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」
の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、
国際社会共通の目標です。このサミットでは、2015年から2030年までの長期的な開発の指針として
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。この文書の中核を成す「持続可能
な開発目標」をSDGsと呼んでいるのです。

国際連合 持続可能な開発に関するグローバル・レポート2019でのあいさつ
私たちの今日の世界と私たちが望む未来は危険にさらされている。 過去4年間の懸命な努力にもかかわらず、私たち
は2030年までに「持続可能な開発目標」を達成する軌道にはのっていない。人と地球のための決定的な十年に突入
するにあたって、私たちは劇的に実施のペースを上げていかなければならない。私たちは、個人、市民団体、企業、
自治体、国連加盟国として、私たちがするすべてのことについて、一つひとつ点と点を線で結ぶように関係性をつく
るとともに、包摂性と持続可能性の原則を真に受け入れなければならない。科学は、目標を達成するための努力にお
いて私たちの大きな味方である。独立した科学者のグループによって作成された「持続可能な開発に関するグローバ
ル・レポート 2019」は、私たちがどこで実施が足りないのか、何をする必要があるのかについての客観的な評価を
提示している。 このレポートは、相互関係性を活用し、17の「持続可能な開発目標」すべてにわたって進捗を加速
するための中心的なエントリーポイントを強調している。本報告書は、未来は、私たちが今何をするかによって決定
づけられるということ、そして機会の窓は急速に閉じていることを再認識させてくれる。すべての関係者に、この分
析から得られた洞察を集団的な行動に変えていくよう呼びかける。 私たちの野心を行動に移し、「持続可能な開発
目標」の達成に向けて進捗を加速させるために、 困難だが必要な選択をともに行っていこう。
アントニオ・グテーレス 国連事務総長
（国際連合広報センターより抜粋/https://www.unic.or.jp/files/GSDR2019.pdf）

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

SDGs 17の目標
1．貧困をなくそう
2．飢餓をゼロに
3．すべての人に健康と福祉を
4．質の高い教育をみんなに
5．ジェンダー平等を実現しよう
6．安全な水とトイレを世界中に
7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8．働きがいも経済成長も
9．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう
11．住み続けられるまちづくりを
12．つくる責任つかう責任
13．気候変動に具体的な対策を
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう
16．平和と公正をすべての人に
17．パートナーシップで目標を達成しよう
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TOEIC®・SDGs論文作成 担当講師
オンラインによる1対1の個人指導となります
TOEIC®個人指導のための担当講師
梅野 攻良

原田 知哉
英検1級
TOEIC®990点
青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上
のキャリアを持つ

高木 恒司

英検1級
TOEIC®990点
筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

英検1級
TOEIC®990点
ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスな
ど）TOEIC®主任講師として活躍

TOEIC®個人指導のための担当講師
荒井 信一

豊福 祐美

大島 泰雄
英検1級
TOEIC®990点
神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

英検1級
TOEIC®990点

英検1級
TOEIC®980点
大阪大学外国語学部卒
英語学校にて、難関国立大や英検
上位級の合格者を多数輩出

中央大学法学部卒
チュースマンハッタン銀行等に勤
務後、TOEIC®専任講師として活躍

TOEIC®個人指導のための担当講師
大塚 伸彦
TOEIC®990点
英検1級
東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得

小笠原 廣治
TOEIC®975点
英検1級

浦谷 めぐみ
英検1級
TOEIC®990点
上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校
に留学

名古屋大学卒
日系企業の米国拠点で長年勤務し、
現 在 は TOEIC® 専 任 講 師 と し て 企
業・大学で活躍

SDGsに関するテーマ論文のための担当講師

英検1級
東京大学工学部卒
東京大学大学院工学系修了
スタンフォード大学客員研究員
元パナソニック欧州研究所所長

英検1級
筑波大生物学類卒
筑波大学生物科学研究科修了
スイスバーゼル大学キングスカ
レッジオブロンドン研究員

英検1級

筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒
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概算費用（シドニーの場合）
PRICE DETAIL PER STUDENT

東海大学
2022年 夏期 オーストラリア（シドニー）海外研修プログラム
インターンシップ4週間
【概算見積、1名につき】
2021年11月28日
OKC株式会社
見積担当：高木恒司
研修期間（予定）：2022年8月5日（金）～9月3日（土）
OKC手配期間：2022年8月6日（土）現地着～9月3日（土）現地発
研修都市：オーストラリア・シドニー
$表示は、オーストラリア･ドルを示します

1名あたり

項目
インターンシップ（4週間）・プログラム実施費用

約

$1,400

ホームステイ手配費用

約

$330

ホームステイ費用

約

$1,320

約

$480

OKCシドニー事務所サポート費用

約

$400

AUSドル合計（費用①）

約

$3,930

約

¥349,770

※原則として１名１家庭（4週間、食事－平日：朝・夕２食、土日：3食)

送迎費用
到着日：シドニー空港⇒ホームステイ
帰国日：ホームステイ⇒シドニー空港

日本円換算

2021年11月参考レート

AUS$1＝ ¥89.00

OKC留学プログラム管理費用（消費税込み）（費用②）

¥33,000

留学プログラム費用合計（参加学生１名につき）

約

¥382,770

※最終人数および費用が決定した段階で、弊社社内レートにて日本円に換算し、請求させていただきます。
別途必要な費用：
※航空運賃諸費用（約200,000円）
※海外留学保険費用（約25,000円～38,000円）
※訪問ビザ（サブクラス600）取得に関わる費用

※日本国籍の学生の場合

※未成年者を対象としたインターンシップをする際に必要なWork With Children資格取得（現地到着後）に関わる費用
※平日の昼食費、インターンシップの交通費、お小遣い等の個人的費用

取消に関する規定：
取消日
2022年5月31日（火）以降
出発の45日前から31日前まで
出発の30日前から7日前まで
出発の6日前から出発当日まで

OKC取消手続費用
費用②
費用②+費用①の20％
費用②+費用①の30％
費用②+費用①の50％

無連絡による日本出発後

費用②+費用①の100％

※この他、研修校からの取消料が別途必要となります。
※費用①の返金に関しましては、TTBレートが適用されます。
OKC Co., Ltd.
K. Takagi for Director H. Nishimura
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